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1 報告第８号

委員会の会議に付した事項の報告について
（１）平成29年度枚方市教育委員会の主要事業等の進捗状況について
（２）枚方市立生涯学習市民センター･図書館（複合全６施設）の指定候補者選
　　　定の答申について

2 報告第９号
臨時代理事項の報告について
（１）府費負担教職員の懲戒処分に関する内申について

3 議案第15号
議会の議決事項（平成29年度12月補正予算額（教育関係）について）の意思決定
について

4 議案第16号
議会の議決事項（枚方市立蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書館及び枚方市立
牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定について）の意思決
定について

5 議案第17号
議会の議決事項（枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方
市立菅原生涯学習市民センター・菅原図書館の指定管理者の指定について）の意
思決定について

6 議案第18号
議会の議決事項（枚方市立楠葉生涯学習市民センター・楠葉図書館及び枚方市立
津田生涯学習市民センター・津田図書館の指定管理者の指定について）の意思決
定について

　　　　　　　　○開催日時  平成２９年１１月２０日　午前１０時００分から　 

　　　　　　　　○開催場所　輝きプラザきらら３階　教育委員会室　　　　 

平成２９年 第１１回 枚方市教育委員会

定　　例　　会　　　議　　案　　書
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報告第８号 

 

 

委員会の会議に付した事項の報告について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第４条第１号の規定により教育委員会に報告する。 

 

  平成29年11月20日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．平成 29年度枚方市教育委員会の主要事業等の進捗状況について 

 （１）内容 

     平成 29年第３回教育委員会定例会において議決された「平成 29年度枚方市教育委員会

の主要事業」の進捗状況について、次ページのとおり報告する。 

 

２．枚方市立生涯学習市民センター･図書館（複合全６施設）の指定候補者選定の答申について 

 （１）内容 

     平成 29年８月 21日開催の教育委員会で承認された下記指定管理者選定委員会への諮問

について、別紙の通り平成 29年 11月 15日付けで答申を受けた。 

 

 （２）指定管理者選定委員会一覧 

     ①枚方市立蹉跎･牧野生涯学習市民センター・図書館指定管理者選定委員会 

     ②枚方市立御殿山･菅原生涯学習市民センター・図書館指定管理者選定委員会 

     ③枚方市立楠葉･津田生涯学習市民センター・図書館指定管理者選定委員会 

 

 （３）答申書 

     18～20ページのとおり 
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○ 平成 29 年度 枚方市教育委員会の主要事業等の進捗状況について 

基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

 

1 小中一貫教育

推進事業（学力

向上） 

 子どもたちの「確かな学び」と

「自立の力」を育み、グローバル

時代をたくましく生きぬく子ども

を育成する。特に、義務教育９年

間を見通した学力向上の取り組み

を推進するため、全中学校区に「小

中一貫・学力向上推進コーディネ

ーター」を核とした組織体制を確

立し、「授業改善」及び「家庭学

習の定着」に向けた取り組みの充

実を図る。 

 また、全国学力・学習状況調査

結果を１つの指標として分析・活

用した学力向上プランを作成し、

児童・生徒の学力向上に取り組む

とともに、小中学校における学年

会や教科会、学力向上委員会を定

期的に開催することで、授業研究

や教材・教具等の充実を図り、教

職員の指導力向上と授業改善に努

める。 

○「小中一貫・学力向上推進担当

者研修会」を実施し、

「Hirakata授業スタンダー

ド」に基づいた授業改善及び家

庭学習の定着に向けた研修を

実施した。 

○各小中学校において、学力向上

プランを作成し、学力向上に向

けた取り組みを計画的に推進

するとともに、児童・生徒にア

ンケートを実施し、取り組みの

進捗状況の把握を行っている。

また、学力向上委員会を中心と

した、小学校における学年会、

中学校における教科会を定期

的に開催することで、組織的な

取り組みを推進し、教職員の指

導力向上と授業改善を図って

いる。 

○家庭学習の定着に向けた取り

組みとして、モデル校において

効果的な「自主学習ノート」の

活用方法について実践研究を

進めている。 

○各小中学校において、全国学

力・学習状況調査をより効果的

に活用するため、８月の結果返

却を待たずに、各校おいて独自

に採点・結果分析に取り組み、

児童・生徒の実態把握や日々の

授業改善に活かした。 

○本市の学力の状況について全

国学力・学習状況調査の結果を

もとに、全国平均との比較や分

析等を行った。分析結果等につ

いては、10月上旬にホームペ

ージで公表を予定している。ま

た、各小中学校においては、全

校共通のフォーマットを活用

し、対全国比の経年比較・成果

や課題があった設問・質問紙調

査の経年比較等を保護者に向

けて公表を予定している。 

81,668 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

2 小中一貫教育

推進事業（指導

体制の充実） 

 子どもたちの「確かな学び」と

「自立の力」を育み、グローバル

時代をたくましく生きぬく子ども

を育成するため、小学１年生から

４年生までは、35人学級編制、小

学５・６年生は、一部教科担任制

や習熟度別指導・ティームティー

チング等の少人数指導、中学生は、

教科担任制や少人数指導など、９

年間における児童・生徒の発達段

階に応じた指導体制の充実を図

る。 

○小学1年生から4年生まで、支

援学級児童数を含む1学級35

人以下とする本市独自の少人

数学級編制を実施している。 

○小学5・6年生は、外国語活動

又は、体育、理科について一部

教科担任制を実施している。ま

た、全小中学校において、子ど

もの理解度に応じた学習指導

を行うため、習熟度別指導、少

人数指導を実施している。 

263,861 

3 放課後自習教

室事業（自学自

習力の向上） 

 全小中学校に配備しているパソ

コンの自学自習力支援システム

を、朝学習、授業、放課後学習、

家庭学習において活用して、日々

の学びの連続性の確立と家庭学習

の充実に取り組み、児童・生徒の

自ら学ぼうとする力の育成と基

礎･基本の定着を図る。  

 児童・生徒の学習意欲を高め、

自学自習力を育むとともに、基礎

学力の向上を図るため、各小中学

校の放課後自習教室の開室日数を

拡充し、より多くの児童・生徒の

学習機会の充実を図る。 

○全小中学校において、朝学習、

授業、放課後学習、家庭学習に

おいて自学自習力支援システ

ムの活用し、児童・生徒の自ら

学ぼうとする力の育成と基礎･

基本の定着に取り組んでいる。 

○放課後自習教室については、学

校の実情に応じて週2日～4日

程度開室している。放課後自習

教室の開室日数と参加人数に

ついては、平成28年度同時期

と比べ、平成29年度は増加傾

向にある。 

59,144 

4 英語教育推進

事業 

 学習指導要領に基づき、小中学

校間の連携のもと、英語によるコ

ミュニケーション能力の育成に取

り組む。全中学校に各校１名の外

国人英語教育指導助手（ＮＥＴ）

を、全小学校に英語が堪能な日本

人の英語教育指導助手（ＪＴＥ）

を配置し、学校の取り組みを支援

する。英語で自分の考えや意見を

伝えられる生徒を育成するため、

「読む」「書く」「聞く」「話す」

力をバランスよく育む授業の実践

とともに、児童・生徒の英語学習

への動機づけを高める取り組みの

充実をめざす。今後の英語教育改

革や学習指導要領改訂など、国・

府の動向を注視しながら、本市の

取り組みを推進する。 

○英会話や英語を使った体験的

な学習を通して、英語によるコ

ミュニケーション能力の育成

を図るため、全中学校に各校1

名の外国人英語教育指導助手

（NET）を、全小学校に日本

人英語教育指導助手（JTE）を

配置し、「読む」「書く」「聞

く」「話す」力をバランスよく

育む授業を実施している。 

○外国人と身近に直接コミュニ

ケーションする体験を通して、

児童の外国語に対する意欲・関

心・態度を高めることを目的に

モチベーションアップ・プロジ

ェクトを４小学校で実施した。

また、小学校11校において、

児童が英語に慣れ親しむため

の取り組みとして「ＥＥ時間」

を実施した。 

132,235 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

5 読書活動推進

事業 

 子どもたちの読書活動を推進

し、授業において課題解決や探究

活動に取り組む力を育むため、市

内の中学校区に学校司書を配置

し、市立図書館と連携しながら学

校図書館の有効活用に取り組む。 

○10中学校区に学校司書を配置

し、開館時間の拡大、調べ学習

の促進など市立図書館と連携

しながら学校図書館の有効活

用に取り組んだ。 

○平成29年４月から全小中学校

において学校図書館システム

の運用を開始した。 

32,698 

基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

 

6 学校給食にお

ける地元農産

物利用促進事

業 

 第2次枚方市食育推進計画の趣

旨を踏まえ、児童の地域産業や食

文化への関心と理解を深め、食物

や生産者に対する感謝の念を醸成

していくため、引き続き、枚方産・

府内産農産物の活用の促進に努め

る。 

○野菜類については、枚方産・府

内産合わせて7品目で25ト

ン、うち枚方産は5品目18ト

ン（えんどう豆、玉ねぎ、じゃ

がいも、なす、冬瓜）を使用し

た。また、米については、大阪

産「ヒノヒカリ」を含め北河内

産米95トンを使用した。以上

の結果、平成29年４月～９月

の枚方産及び府内産購入量の

割合は33.6％となっている。 

－ 

7 食物アレルギ

ー対応推進事

業 

 国指針や大阪府のガイドライン

を踏まえ、小学校給食におけるア

レルギー対応の改善等を進めると

ともに、中学校給食における対応

についても検証を進める。 

○中学校給食において、７大アレ

ルゲンを使用しない代替食の

提供を行った。 

○小学校給食においては、中学校

給食と同様に代替食提供の実

施に向けて、必要設備の設置、

人員体制等の課題整理を行っ

ている。 

－ 

8 中学校給食充

実事業 

 選択制での目標喫食率の向上に

向けた取り組みを進めるととも

に、全員喫食について生徒・保護

者や民間事業者の意向調査の結果

を踏まえた検討・検証を行う。 

○中学校給食については、目標喫

食率確保に向け、各中学校や

PTAと連携した取り組みを進

めている。また、市制施行70

周年記念事業「中学校 みんな

で和食給食の日」の実施に向

け、取り組みを進めている。 

○全員喫食の実現に向けては、民

間調理事業者の意向調査を行

い、参入意向のあった事業者を

対象に、聞き取り及び現地調査

を実施し、調査・研究を行った。 

281,633 

9 小中一貫教育

推進事業（体力

向上） 

 「全国体力・運動能力、運動習

慣等調査」の結果等を分析・活用

し作成した体力向上推進計画に基

づき、各学校の児童･生徒の実態に

合わせた取り組みを授業時間や休

憩時間等、学校の教育活動全体で

推進する。 

○体力向上研究モデル校におい

て、児童・生徒体力・運動能力

調査を対象学年以外に拡大し

て実施した。今後、調査結果を

もとに分析を進める。 

○夏休み期間中に、枚方市水泳進

級表等を活用した「水泳教室」

を小学校44校（１校は工事に

より実施不可）において実施し

た。 

－ 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

10 学校園活性化

事業（豊かな心

と健やかな体

の育み） 

 小学生陸上競技大会、小学生駅

伝競走大会、小学校合同音楽会、

漢字をテーマに思いを伝える作文

コンクール、菊のひらかた・菊咲

かそう体験事業など、教育委員会

が主体となる事業を実施し、児

童・生徒の活躍の場を設けるとと

もに、事業の目的に応じた指導の

充実を図る。 

○音楽を通して児童の豊かな情

操を養い、小学校間の交流を推

進するため、平成29年６月27

日から６月30日に市内全小学

校による合同音楽会を実施し

た。（参加児童：4,127人） 

○10月に小学生陸上競技大会、

11月に小学生駅伝競走大会、

１月に漢字をテーマに思いを

伝える作文コンクールの実施

を予定している。 

 

14,311 

11 枚方市立中学

校部活動指導

協力者派遣事

業 

 部活動の活性化と充実を図ると

ともに、顧問教員の時間的余裕を

生み生徒指導や授業研究の時間を

確保するため、各中学校に専門的

な知識や技能を有する部活動指導

協力者を派遣する。また、部活動

の実態調査を基に効果検証を行っ

ていく。 

○各中学校に専門的な知識や技

能を有する部活動指導協力者

を派遣し、部活動の活性化と充

実を図るとともに、顧問教員の

負担軽減を図った。（派遣回

数：平成29年度第１学期 

1,466回) 

17,869 

12 子どもの健康

増進事業 

 子どもたちの健康な体を育むた

め、思春期における健康教育や学

校の保健管理を実施するととも

に、学校給食を通じた正しい食生

活の定着に向けた指導や、授業・

クラブ活動による子どもの体力増

進を図ることで、知・徳・体のバ

ランスのとれた教育を推進する。 

○各学校において、定期健康診断

を実施し、必要に応じて受診勧

告を行うなど事後指導を行っ

た。 

○口腔保健指導は小学校12校に

おいて、歯科衛生士によるブラ

ッシング指導を行った。 

○全小中学校において作成した

「食に関する指導の全体計画」

及び「体力向上推進プラン」に

基づいて児童・生徒に指導を行

った。 

 

43,148 

13 人権･平和教育

推進事業 

 人権課題に関する正しい知識の

習得及び課題解決に取り組むとと

もに、いじめ等による人権侵害事

象等の未然防止のため、豊かな人

権感覚と自他を尊重し、認め合う

実践力を持った主体性のある人間

の育成をめざした人権教育の推進

を図る。また、世界の状況を鑑み、

平和を愛する資質と態度を身につ

けるため、平和学習や「枚方市平

和の日」にちなんだ取り組みを行

い、人権・平和を尊重した教育の

推進を図る。 

○学校園が、人権教育を推進して

いることを、ヒアリングにおい

て確認を行っている。（９月末

現在、44校実施） 

○小学校４年生を対象に、「DV 

予防教育プログラム」を実施し

ている。（９月末現在、４校実

施） 

○初任者教員や２年目教員を対

象として、研修の実施及び大阪

人権博物館の見学等、経験の浅

い教職員への人権意識・人権感

覚の向上に取組んでいる。 

○小中学校の人権教育担当者を

対象に、性同一性障害や性的指

向・性自認について外部講師を

招聘し、研修を実施した。（５

月12日実施） 

 

8,718 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

 

14 教育フォーラ

ム開催事業 

 枚方市が取り組んでいる「教育」

を広く市民に情報発信するととも

に、教職員研修の一環として、子

どもたちの「確かな学びの育成」

及び「授業づくり・授業改善」を

テーマとした教育フォーラムを開

催する。フォーラムでは、新学習

指導要領で求められる資質・能力

や授業のあり方について考察した

り、授業研究に先進的に取り組む

学校の実践報告を行うなど、学力

向上に向けた取り組みの推進を図

る。 

○７月21日（金）に枚方市市民

会館にて「枚方における子ども

達の『確かな学び』の育成に向

けて～授業づくりと家庭学習

の充実～」をテーマに教育フォ

ーラムを開催した。明治大学文

学部 齋藤 孝 教授による記念

講演をはじめ、市内小中学校教

員によるパネルディスカッシ

ョン、高陵幼稚園、枚方第二小

学校、招提北中学校の子ども達

による発表等も行い、市内学校

園教職員と市民等を合わせ、

1,300人余りの参加があっ

た。 

2,150 

15 枚方市教職員

育成事業 

 「枚方の子どもたちの『生きる

力』を育む」をテーマに、教職員

の経験・職務に応じた基本研修及

び教育課題や教科等の専門性を高

める専門研修を実施し、「学び続

ける教職員」を育成する。 

 また、引き続き本市独自で初任

者研修・中堅教諭等資質向上研修

等を実施し、教員の授業力の向上、

授業改善に向けた校内研究・研修

の活性化等、本市の教育課題に応

じたカリキュラムにより教職員の

資質・指導力の向上を図る。 

○本市の教育課題に応じたカリ

キュラムにより、初任者研修・

中堅教諭等資質向上研修等を

含む教職員の経験・職務に応じ

た「基本研修」を103回、教

育課題や教科等の専門性を高

める「専門研修」を54回、合

計157回の教職員研修を実施

した。また、指導主事及び教育

推進プランナーが、初任者を含

む経験の浅い教職員への指導

助言に271回、授業改善、授

業研究等への指導・支援等に

290回、合計561回の学校園

訪問を実施した。 

5,112 

16 授業の達人養

成・教科研究事

業 

 児童・生徒の確かな学力を育成

し、「生きる力」を育むため、高

い意欲と優れた指導力のある教員

を「授業の達人」として輩出でき

るよう努める。また、各教科等に

おける研究を深め、その成果を学

校園に広めることのできるリーダ

ーとしての人材を育成する。 

○鳥取大学 矢部 敏昭 副学長、

関西外国語大学 太田 和男 教

授等を講師として招聘し、次期

学習指導要領で求められてい

る「主体的・対話的で深い学び」

のある授業づくりについて、算

数科及び特別の教科 道徳の視

点から５回の研修を実施した。

また、受講者の校内における実

践についての校長ヒアリング

及び授業参観のため、指導主事

が延べ19回の学校訪問を実施

した。 

1,440 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

17 学校園活性化

事業（授業改

善） 

 教員の指導力向上をめざして、

全学校園において、各教科・道徳・

その他の教育活動における指導内

容と指導方法の研究や実践の交流

を進め、校内研修会等を実施する。

併せて、授業改善の取り組みを推

進する「研究指定校」を設置し、

その取り組み内容を市内の小中学

校に普及する。 

○全学校園において、各教科・道

徳・その他の教育活動における

指導内容と指導方法の研究や

実践、交流を進めるため、全学

校園において校内研修会等を

実施した。 

○学校教育について先進的な取

り組みを推進する小中学校を

研究校に指定した。研究指定校

では、研究組織を確立して、計

画的に研究テーマに取り組み、

市内学校園に発信を行った。 

17,367 

基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 

 

18 支援教育充実

事業 

 障害のある子どもたちへの支援

教育の充実を図るため、支援教育

に関する専門家等を学校園へ派遣

し、教職員への指導・助言等を行

う。さらに、学校看護師・介助員

の配置や支援教育に係る環境の整

備等を行う。併せて、発達障害等

配慮を要する子ども及びそのこと

に起因する問題行動等への支援を

行うための体制づくりを検討す

る。 

 

○すべての子どもが「ともに学

び、ともに育つ」という観点か

ら、支援教育に関する専門家の

派遣、学校看護師・介助員の配

置、支援教育コーディネーター

を支援するための非常勤講師

の配置、備品の購入や貸与を行

い、支援教育に係る環境整備を

進めている。 

183,276 

基本方策５ 幼児教育の充実 

 

19 預かり保育事

業 

 市立幼稚園で一時預かりを実施

し、幼児の心身の健全な発達を促

すとともに、幼児教育の充実と保

護者の子育て支援及び就労支援の

充実を図る。 

○幼児の心身の健全な発達を促

すとともに、幼児教育の充実と

保護者の子育て支援及び就労

支援の充実を図るため、延べ

448回の預かり保育を実施し

た。 

10,695 

20 幼児教育教室

事業 

 市立幼稚園を、２，３歳の未就

園児及び保護者が、安心して遊び、

交流できる場として提供し、家庭

の教育力を高めるともに、子育て

不安の軽減等を図る。 

○市立幼稚園において、２，３歳

の未就園児及び保護者が、安心

して遊び、交流できる場として

提供し、家庭の教育力を高めた

め、延べ235回幼児教育教室

を実施した。 

4,240 

基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

21 小中一貫教育

推進事業（地域

とともにある

学校づくり） 

 さまざまな学びの環境づくりを

推進するためには、学校・家庭・

地域が一体となった学校運営が必

要であり、今後、情報の共有化を

図りながらコミュニティスクール

について検討を進める。 

○地域の代表や校長、教育委員会

事務局で構成する「コミュニテ

ィ・スクール検討会」を設置し、

校長の学校運営を支援する「枚

方版コミュニティ・スクール」

について検討を進めた。 

－ 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

 

22 学校安全監視

事業 

 全小学校に設置した監視カメラ

及び校門のオートロック装置に連

動したワイヤレスモニター子機付

きインターホンの活用に加えて、

来校者の多い時間帯や児童の下校

時間帯に合わせ、地域や保護者に

よるボランティアの協力も得て人

的配置を行い、安全・安心な学校

園の教育環境の確保を図る。 

○児童の安全・安心な学習環境の

確保を行うために、監視カメラ

等機器などの修繕等を必要に

応じて行っている。特に、来校

者の多い時間帯や児童の下校

時間帯等では、機器の活用だけ

ではなく安全監視員などを配

置し、人の目による監視を行

い、子どもの安全を確保する環

境を維持している。 

32,085 

23 生徒指導充実

事業 

 いじめの未然防止や児童・生徒

の問題行動の早期発見・解決をめ

ざして、市独自で生徒指導主事等

の教員を配置する。その資質向

上・人材育成のため、生徒指導連

絡会等を開催し、生徒指導体制及

び相談体制の強化を図る。さらに、

「枚方市いじめ問題対策連絡協議

会」等において、いじめ問題への

対策に向けた協議等を実施する。 

○「枚方市いじめ防止基本方針」

のもと、設置した「枚方市いじ

め問題対策連絡協議会」を６月

に、「枚方市学校いじめ審議会」

を８月に開催した。９月の「い

じめ未然防止啓発月間」では、

広報ひらかた及びＦＭひらか

たを通じて、いじめの防止等に

ついての啓発を行った。 

○生徒指導主事の育成の観点か

ら、毎月開催の生徒指導連絡会

等で、経験の浅い生徒指導主事

の悩み等を共有し、経験豊富な

生徒指導主事や生徒指導担当

指導主事から助言を行った。 

67,147 

24 教育相談実施

事業 

 幼児・児童・生徒がかかえるい

じめ問題や不登校等の課題解決や

諸問題の早期発見・早期対応を行

うために、学校との連携を深め、

総合電話窓口として「子どもの笑

顔守るコール」を設置し、児童・

生徒・保護者等からの相談体制の

一層の充実を図る。また、枚方市

立教育文化センターに配置した教

育相談員が「子どもの笑顔守るコ

ール」等の相談の中から必要に応

じて、継続的な面談及び電話によ

るカウンセリングをさらに推進し

ていく。 

○「子どもの笑顔を守るコール」

（「いじめ専用ホットライン」、

「教育安心ホットライン」）の

電話番号を記した啓発カード

を市立全学校園の幼児・児童・

生徒に配付するとともに、ホー

ムページで保護者、市民に周知

している。学校や総合電話窓口

「子どもの笑顔を守るコール」

の中から、面談による教育相談

が必要と思われる事案におい

て継続相談につないでいる。相

談予約は、主に学校を通じて行

っている。 

8,939 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

25 不登校等対策

事業 

 不登校等の課題を解決するた

め、個々の児童・生徒の背景等を

踏まえながら適切に対応し、不登

校の児童・生徒やその保護者を支

援する。 

チーフスクールソーシャルワーカ

ー、スクールソーシャルワーカー

を小中学校に配置･派遣し、スクー

ルソーシャルワーカー・スーパー

バイザーの助言を得ながら、学校

や適応指導教室に登校登室できな

い児童・生徒等の環境に働きかけ

るなどの適切な支援を行う。 

○不登校児童・生徒や不登校傾向

にある児童・生徒一人ひとりに

対し、学校が開くケース会議等

にチーフＳＳＷやＳＳＷが関

わり、教職員とともに、児童・

生徒及び保護者が抱える背景

等を踏まえて見立てをした上

で支援プランを作成し、教職員

が共通理解のもと、適切に対

応・支援することができてい

る。また、不登校支援協力員や

適応指導教室の指導等も、不登

校の児童・生徒一人ひとりに寄

り添い、登校に向けての支援を

行っている。 

32,727 

26 通学路等安全

対策事業 

 子どもの通学路の安全確保を図

るため、警察等の関係機関と連携

し、通学路の安全対策を進めると

ともに、地域と連携し、小中学生

の参加による防災キャンプを実施

する。また、全学校園において、

子どもが自ら危険を回避する能力

の育成や防災意識の向上を図る安

全・防災教育を推進する。 

○殿山第一小学校区、津田南小学

校区にて通学路の合同点検を

実施した。 

○防災キャンプについては、９月

に蹉跎西小学校にて実施し、

１１月に桜丘北小学校、１月に

枚方第二小学校での実施に向

けて準備を進めている。 

○各学校園が危機管理マニュア

ルを見直し、内容がより充実し

たものになり、実践的な避難訓

練を実施することができた。 

32,752 

基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 

 

27 教育の情報化

推進事業 

 校務支援システムを通知表や指

導要録、保健に関する帳票等の作

成に活用することで、教職員の事

務を軽減し、児童・生徒と向き合

う時間の確保と、よりきめ細かな

指導による教育の質の向上を図

る。また、児童・生徒に関する情

報を一元管理することで個人情報

の持ち出しを防ぎ、学校内の情報

セキュリティの向上を図る。 

○校務支援システムの導入から

２年半が経過し、学校からの操

作方法等についての質問回数

も減少している。教職員の転勤

の前後においても、共通のシス

テムで表簿を作成することが

可能になったことから、教職員

の負担軽減にもつながってい

る。 

19,629 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

 

28 小中学校教育

用ＩＣＴ機器

等整備事業 

 子どもたちの主体的・協働的な

学びを進め、情報活用能力をさら

に育むため、より効果的な教育用

ＩＣＴ機器の整備を推進する。平

成29年度から小中学校のコンピ

ュータ教室の機器の更新に合わ

せ、タブレット型パソコン等のＩ

ＣＴ機器を計画的に整備するとと

もに、教員がＩＣＴ機器を効果的

に活用するため、授業づくりや教

材作成の支援を行うＩＣＴ支援員

及びＩＣＴ機器を活用した授業の

サポートを行うＩＣＴサポート員

を配置する。 

○平成29年9月に、小学校30校

及び先行実施の中学校2校に

各校45台ずつタブレット型パ

ソコンを導入した。これによっ

て、全ての小学校にタブレット

型パソコンの整備を行うこと

ができた。業者委託のICTサポ

ート員が授業のサポートを行

う環境作りを行った。また、

ICTサポート員を統括するICT

支援員を2名採用し、学校巡回

等を随時行っている。 

156,006 

29 学校園施設改

善事業 

 老朽化する学校園施設・設備の

機能回復を図り、良好な学習環境

を確保するため、「枚方市市有建

築物保全計画」に基づき、計画的

な改修工事を行うとともに、トイ

レのドライ方式による全面改造や

多目的トイレの設置などトイレの

改造工事をはじめ、学校園からの

要望に対応した補修・改善工事を

行う。 

○保全計画に基づく改修工事に

ついては、小学校10校、中学

校５校、幼稚園３園で行った。 

○トイレ改造工事については、小

学校７校、中学校2校で実施し

た。 

○学校園からの要望による修繕

を小学校96件、中学校50件及

び幼稚園２件行った。 

1,264043 

30 小中学校施設

整備事業 

 市立小中学校施設の老朽化に対

応し、計画的な施設の更新を図る

ため、「枚方市学校施設整備計画」

（第１期実施計画（前期）平成27

～32年度）に基づき、学校施設の

整備工事（改築又は長寿命化改修）

に向けた基本設計及び実施設計並

びに工事を行う。また、「枚方市

市有建築物保全計画」やトイレ改

善事業等について、「学校整備ワ

ーキングチーム」において検討を

行い、整合性を図って取り組む。 

○小中学校の整備については 

「学校整備ワーキングチーム」

においてハードとソフト面の

協議・検討を行うと共に、学校

のトイレなどの学校施設につ

いて、保護者や市政モニターへ

アンケート調査を実施し、ご意

見をお聞きしている。また、地

域住民との意見交換会を行い、

広く市民の皆様からご意見や

要望を参考にし、より良い教育

環境整備を目指して計画的に

取り組んでいる。また、現在「枚

方市学校施設整備計画」（第１

期実施計画（前期）平成27～

32年度）に基づき、香里小・

桜丘小・第一中について設計を

行っている。 

83,480 

31 学校規模等適

正化推進事業 

 パブリックコメントによる意見

等を参考に、枚方市学校規模等適

正化基本方針を改定するととも

に、学校統合に向け、保護者・地

域との協議を進める。 

○パブリックコメントの結果も

踏まえ、平成29年6月26日、

教育委員会定例会において、学

校規模等適正化基本方針を改

定した。 

○当基本方針に基づき、現在、説

明会など高陵小と中宮北小の

学校統合に向けて取り組みを

進めている。 

－ 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 

32 枚方小学校少

人数教室等整

備事業 

 枚方小学校は、児童数の増加に

より平成３０年度から教室が不足

すると予測されることから、少人

数教室等の整備工事を行う。 

○枚方小学校の少人数教室等整

備工事については、現在、工事

を進めている。 
130,000 

33 津田南小学校

少人数教室等

整備事業 

 津田南小学校は、児童数の増加

により平成３０年度から教室が不

足すると予測されることから、少

人数教室・コンピュータ教室等の

整備を行う。 

○津田南小学校の少人数教室等

整備工事については、現在、工

事を進めている。 18,062 

34 小学校給食調

理場ドライ運

用推進事業 

 「学校給食衛生管理基準」に定

める「ドライ運用」について、平

成28年度の2学期から調理員数4

人以上のウェットシステム全調理

場で実施しており、平成29年度は

残る調理員数が３人の小規模の調

理場での実施に向けた課題整理を

進める。 

○調理員数が３人の小規模の調

理場2ヶ所においてドライ運

用の試行を実施した。また、全

5ヶ所においてドライ運用を

進めるにあたり、各調理場での

工夫等について意見交換を行

い、更なる推進に向けた課題整

理を行っているところである。 

－ 

35 学校給食調理

場老朽化対策

事業 

 学校給食を安定的に提供できる

よう、第三学校給食共同調理場の

老朽化に伴う代替施設として既存

の単独調理場６カ所の改築や長寿

命化改修等に取り組む。また、老

朽化した香里小学校単独調理場の

長寿命化改修を進める。 

○第三学校給食共同調理場老朽

化対策事業の対象の6カ所の

単独調理場の改築・長寿命化改

修及び香里小学校単独調理場

の長寿命化改修については、い

ずれも基本・実施設計を進めて

いる。 

28,368 

基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書館の充実 

 

36 社会教育推進

事業 

 家庭教育支援事業、社会教育人

権啓発事業、暮らしに役立つ情報

や知識を学ぶ機会を提供する社会

教育基礎講座等を通じて、生涯学

習の一助となる、人が地域で生き

ていくために必要な基礎的な知識

や技術を提供し、学習する主体の

形成を図る。また事業の実施にあ

たっては、さまざまな媒体を積極

的に利用して広報に努める。 

○平成29年度は『地域のなかの

自分』を共通テーマに設定し、

家庭教育支援事業として「貧困

とひとりぼっちのないまち～

子どもたちとつくる～」（31

名参加）の開催や、父親の子育

て参加促進のため「親子でつく

ってあそぼう！竹水鉄砲作り

に挑戦！」（12組30名参加）

を開催した。 

○10月には、社会教育基礎講座

「巨大災害に備えるために～

地域でわたしたちができるこ

と～」や家庭教育支援事業「自

分の怒りと上手に向き合う方

法」を開催する予定。 

○広報については、市ホームペー

ジや広報ひらかただけでなく、

地域情報誌などへの掲載依頼

や、関係部署との連携により必

要な方へ情報が届くよう努め

ている。 

512 

－11－



基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 
 

37 図書館分館へ

の指定管理者

制度の導入事

業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、平成28年度か

ら蹉跎と牧野の2複合施設に指定

管理者制度を導入し、指定管理者

による分館運営を行っている。モ

ニタリングなど運営状況の検証を

行い、平成30年度からの楠葉・菅

原・御殿山・津田を加えた6複合

施設における事業開始に向け、選

定等の導入準備を進める。 

○蹉跎･牧野を含む生涯学習市

民センターと図書館の複合６

施設へ、平成30年度からの制

度導入を目指し、第1回の選定

委員会を開催し、公募を開始し

た。 
90,432 

38 図書館分室等

の見直し事業 

 平成28年度にまとめた「枚方市

立図書館分室等の見直しに関する

基本的な考え方（案）」に沿って、

大きな変更を行う分室については

個別の見直し計画の策定に向け

て、地域への説明、協議を進める。 

○平成29年5月に「枚方市立図

書館分室等の見直しに関する

基本的な考え方」を策定し、公

表した。山田分室については、

公共施設マネジメント推進委

員会での検討を経て、廃止を決

定し、地域への報告と説明を行

った。また、利用の少ない大峰

自動車文庫ステーションと東

池之宮自動車文庫ステーショ

ンの廃止について地域に申入

れを行い、了承を得た。 

－ 

39 香里ケ丘図書

館建替え事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、平成28年度に

まとめた「香里ケ丘図書館建替え

基本計画」に沿って民間ノウハウ

を活用し、より効果的・効率的に

事業に取り組むため、プロポーザ

ル方式によって設計事業者を選定

し、建築設計に取り組む。 

○香里ケ丘地区の活性化に向け

た取り組みの一環である香里

ケ丘図書館の建替え事業につ

いて、設計事業者をプロポーザ

ル方式にて選定し、図書館設計

に着手した。 

17,702 

40 図書館サービ

スの推進事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、読書会などの

文化事業を行うとともに、市民の

疑問等の解消に役立つレファレン

スサービス等の周知に努める。ま

た、図書館に興味を持ってもらう

きっかけ作りとしてのコンサート

の継続実施や、自動車文庫の機動

力を生かしたイベント参加など、

図書館の魅力を積極的にアピール

し、新規利用者の獲得とリピータ

ーを増やす。 

○市民の疑問等の解消に役立つ

レファレンスサービス等の周

知に努めるとともに、レファレ

ンス体験講座などさまざまな

学習事業、図書館バックヤード

ツアー、人権政策室と連携した

平和ライブラリーコンサート

を開催し、図書館の魅力を積極

的にアピールした。 

○他部署の協力を得て、学習事業

の開催時にテーマに沿った参

考蔵書リストを作成し、配布し

てもらい、図書館の利用を促し

た。 

○図書館ボランティアの協力に

より、幼児を対象にした読み聞

かせ会の開催や中央図書館の

受付等の図書館サービスを充

実させた。 

150 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 
 

41 子ども読書活

動推進事業 

 第３次枚方市子ども読書活動推

進計画に基づき、０歳からおおむ

ね18歳までに子どもの生きる力

をはぐくむために読書環境整備に

努める。図書館でのおはなし会や

絵本展などのイベントのほか、お

すすめ本リストの作成、学校図書

館支援を行う。さらに、すべての

子どもに本の楽しみを届けるため

に読書のバリアフリーにも取り組

む。これらの事業、他部局との連

携を進めるとともに、ボランティ

ア支援にも取り組み、市民協働体

制で実施する。 

○中央図書館をはじめ７分館お

よび10分室で４月23日「子ど

も読書の日」から5月12日ま

で「ひらかた絵本まつり」を開

催し、期間中、おはなし会など

実施するとともに、来館した子

どもや保護者、子どもの読書に

かかわる市民に《家読（うちど

く）どくしょノート》をプレゼ

ントした。また、子育て運営課

と連携し、あかちゃん向け読み

聞かせボランティア養成講座、

三浦太郎絵本原画展＆ワーク

ショップ、未来の図書館司書を

めざして「子ども司書連続講

座」を開催した。 

○野外活動センター（スポーツ振

興課所管）や地域ボランティア

と協力して、モバイルプラネタ

リウムの上演を行い、資料貸出

につなげた。 

○「子どもに本を届ける基金」を

もとに児童図書2,450冊を購

入し、平成29年9月に全小学

校45校へ届けた。 

1,254 

42 学校図書館支

援事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、小中学校に対

して、市立図書館資料の団体貸出、

学校訪問おはなし会を実施する。

また、市立図書館から学校図書館

への学校司書の配置や学校図書館

担当教諭等への研修、学校への配

本巡回便による読書支援用図書や

調べ学習用図書の配送を行うな

ど、学校図書館支援を強化する。 

 また、学校教育部と連携し、平

成29年4月から学校図書館での

図書館コンピュータシステムの運

用に係る支援を行う。 

○司書教諭、学校司書への研修の

一環として、教育研修課主催の

研修会に講師として参加した。

また、学校図書館システムの操

作研修を全校区で開催した。 

○学校訪問おはなし会は16小学

校からの申し込みがあり、今年

度中に順次開催していく。ま

た、「子どもに本を届ける基金」

とは別に、読書支援として希望

のあった29小学校へ学期ごと

に各校210冊、配本を行った。 

○平成29年4月から学校図書館

システムの運用を開始した。 

4,912 

43 障害者・高齢者

サービスの推

進事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、図書館利用の

困難な障害者、高齢者への読書支

援のため、対面読書の充実、相互

協力ネットワークを活用した点

字･録音資料の提供、手話･字幕付

き映像資料の制作提供、手話でた

のしむおはなし会やブックトーク

のほかビデオ上映会などを実施す

る。また、バリアフリーについて

のイベントやワークショップを開

催し、障害者・高齢者サービスの

利用促進に取り組む。 

○図書館利用が困難な障害者や

高齢者に対して、対面読書や、

相互協力ネットワークを活用

しての録音・点字図書の提供を

通じて読書支援を行った。併せ

て音訳技術の向上を目的とし

て講座を開催し音訳協力者の

スキルアップを図った。さら

に、手話でたのしむおはなし会

や手話ブックトークも引き続

き開催した。 

1,736 

－13－



基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 
 

44 図書館資料充

実事業 

 枚方市立図書館蔵書計画、知の

源泉となる図書館資料や市民のニ

ーズに応える図書館資料、特色あ

る図書館資料を計画的・系統的に

バランスよく収集するとともに、

蔵書のメンテナンスを定期的に行

うことで、魅力ある蔵書群を構築

する。 

○枚方市立図書館蔵書計画に基

づき、図書館資料を計画的･系

統的に収集を進めた。また、蔵

書のメンテナンスについても

行った。 
69,470 

45 枚方地域コレ

クションの構

築事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、枚方に関する

資料を幅広く収集する「枚方地域

コレクション」の充実に向け、資

料収集・整理を行う。また、ホー

ムページなどで魅力を発信するこ

とにより、認知度を向上し利用の

促進を図る。さらに、それらの資

料の中のデータ化可能なものをデ

ータで蓄積する作業を進め、的

確・迅速な情報提供に取り組む。 

○市民や市民団体等の刊行物の

収集・整理を行うとともに、図

書館だより等で紹介した。 

○平成29年9月末で枚方市の刊

行物317タイトルをＰＤＦ化

し、レファレンス等市民対応に

おいて、迅速な情報提供に役立

てた。 
1,100 

46 子どもに本を

届ける事業 

 枚方市立図書館第３次グランド

ビジョンを踏まえ、引き続きふる

さと寄附金や寄贈された不要本の

売却収入を「枚方市子どもに本を

届ける基金」に積み立て、その基

金を活用して児童書や絵本などを

購入し、市内小学校を中心に子ど

ものもとへ団体貸出として届け

る。 

○「子どもに本を届ける基金」か

らの3,429千円を活用し、児

童書や絵本を購入して、市内小

学校等へ団体貸出を行った。 
3,500 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 

予算額 

（千円） 

基本方策10 文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりの推進 

 

 

47 文化財啓発普

及事業 

 文化財説明板の設置や歴史講

座、文化財展示会、出前講座など

文化財啓発普及事業を実施すると

ともに、学校教育と連携し、旧田

中家鋳物民俗資料館及び枚方宿鍵

屋資料館への小学校の団体見学を

促進する。 

新たに作成した市内の文化財を巡

る「歴史ガイドマップ」や整備し

た歴史的な佇まいを残す東高野街

道(出屋敷地区）を活用したイベン

トを実施する。 

田中家住宅鋳物工場・主屋の耐震

工事にあわせて、鋳物工場内の展

示内容を充実させ、田中家の鋳物

業を中心にわかりやすく紹介す

る。 

○歴史講座を楠葉台場跡をテー

マに実施した（4回のうち2

回）。 

○発掘調査の成果をもとに文化

財展示会を輝きプラザきらら

展示ルームで開催している(5

月17日～）。 

○旧田中家鋳物民俗資料館は平

成28年10月から耐震工事等

で休館中のため、枚方宿鍵屋資

料館への来館を促すとともに、

小学校への出前講座を実施し

ている。 

○田中家住宅鋳物工場・主屋の耐

震工事等と鋳物工場の展示更

新を終えたため、10月3日に

再オープンする。また更新した

カマドを使って白米を炊く体

験と弥生時代の復元住居の屋

根の葺き替え見学会を実施予

定（10月7日)。 

1,627 

48 特別史跡百済

寺跡再整備事

業 

 遺構保存工事と合わせ、憩いの

場となる史跡公園としての再整備

を進める。平成29年度は、東塔・

中門等の基壇の整備を行う。また、

古代寺院の伽藍をイメージしやす

いように推定復元図を作製し、百

済寺への理解を深める。 

○堂塔院の東塔部分の遺構面の

確認を含めた発掘調査を9月

から10月末にかけて実施す

る。その後、11月から東塔・

中門等の基壇の整備を実施す

る。 

○築地塀の設計は、小屋組部分の

検討に時間を要し遅れている。 

171,012 

49 楠葉台場跡保

存活用事業 

 日本で唯一残る河川台場である

史跡「楠葉台場跡」の適正な保存

と活用に取り組む。 

○史跡内の除草、潅水、清掃を実

施し史跡の適正な保存と管理

を行っている。 

○今年度の文化財連続講座(4回)

で『楠葉の「お台場」』と題し

て楠葉台場跡をテーマとした

講座を開催(2回)し、2回で

272人の参加があった。 

19,301 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 
 

 

 

 

50 トップアスリ

ートとのふれ

あい事業 

 トップアスリートとふれあうこ

とにより、青少年の健全な育成、

子どもたちにスポーツに関する関

心を高め、夢を育む機会をつくる。

平成29年度は、市制施行70周年

記念事業として２事業実施する。 

 １つ目は、プロバスケットボー

ルチームから講師を招き、体験教

室やデモンストレーションを実施

するとともに、車いすバスケット

ボールの講師を招いて体験会を実

施するなど誰もが障害者とともに

参加できるスポーツに触れる機会

を設ける。 

 ２つ目はプロバレーボールチー

ムとプロサッカーチームから講師

を招き、毎年度実施している市民

スポーツカーニバルとあわせて体

験教室やデモンストレーションを

開催する。 

○バスケットボールカーニバル

（バスケットボール体験教室

講師：大阪エヴェッサ、車椅子

バスケットボール体験教室講

師：NPO法人 パラキャン）

を7月15日（土）に総合体育

館で開催。市内の小学生3年生

から6年生80人募集に対して

192人の応募があった。当日

参加者数は、80人、観客は約

180人だった。 

○10月9日（祝）にサッカー体

験教室（講師：ガンバ大阪）及

びバレーボールの招待試合（パ

ナソニック パンサーズVS堺

ブレイザーズ）、バレーボール

体験教室（講師：パナソニック

パンサーズ）を実施する。 

6,647 

51 各種スポーツ

大会等開催事

業 

 市民の体力向上、健康増進とス

ポーツ活動の活性化を図るため、

総合体育大会、市内高校バレーボ

ール大会、ラグビーカーニバルを

実施する。 

○春季秋季総合体育大会を4月

から3月にかけて開催してお

り、4月2日（日）の開会式で

は387人の参加があった。 

○市内高校バレーボール大会を

4月30日（日）に開催し、361

人の参加があった。 

○2017枚方ラグビーカーニバ

ルを6月18日（日）に開催し、

537人の参加があった。観客

は約1,500人だった。 

33,192 

52 スポーツ推進

事業 

 策定されたスポーツ推進計画に

基づき、「だれもが生涯にわたっ

てスポーツに親しみ、スポーツを

通じて健康を増進し、人と人との

交流を深めることを支える」を基

本理念として、関係部署と連携を

図りながらスポーツ施策を推進し

ていく。 

○スポーツ推進計画の具体的施

策に基づき各所管部署で実施

した平成28年度の事業につい

て、実績の点検と評価を行うよ

う各課に依頼した。その内容を

整理し、平成29年10月23日

に開催予定の枚方市スポーツ

推進審議会で点検・評価を行

う。 

249 

53 野外活動セン

ター活性化事

業 

野外活動を通じて子どもたちの

生きる力を育むため、学校利用を

促進するとともに、自然学習や活

動プログラムの拡充に努める。ま

た、野外活動センターを効率的か

つ効果的に運営するため、進入路

については、実施設計に基づき舗

装整備を行い、センターの利用促

進を図る。 

○学校利用の促進を図るため行

っている学校キャンプ支援事

業については、小学校12校及

び中学校２校が利用。また、

10月9日（祝）に、市民キャ

ンプフェスティバルを開催す

る。 

○進入路については、1期工事と

して約600ｍの舗装整備を

行う。 

35,003 
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基本方策・事業の名称 主要事業の概要 進捗状況（平成29年9月末現在） 
予算額 

（千円） 
 

54 総合スポーツ

センター駐車

場拡張事業 

 総合スポーツセンター駐車場の

容量不足の解消を図り、利用者ニ

ーズに応える。 

 平成28年度から進めている

総合スポーツセンター駐車場拡張

事業用地の取得を完了し、第2駐車

場として整備を行う。 

○平成29年7月28日付けで、駐

車場拡張事業用地として残地

3425.34㎡を取得した。平成

29年9月25日付けで工事契

約を締結し、11月より整備工

事を実施予定である。 

 

731.289 

55 放課後児童対

策事業 

 児童が放課後を安全・安心に過

ごし、さまざまな活動ができるよ

う取り組みを進める。留守家庭児

童会室の対象学年をH29年度か

ら5年生、H30年度から6年生と

段階的に拡大するため、引き続き、

入室児童数の増加に対応するため

の必要な施設整備を行う。 

○桜丘留守家庭児童会室の建替

え及び磯島留守家庭児童会室

の増築(老朽化対策を含む)の

契約を完了し、桜丘留守家庭児

童会室は10月23日から、磯島

留守家庭児童会室は10月10

日から工事を着工し、翌年3月

15日に完了予定である。 

208,500 
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2911,15 平成 29年 FI月/「日

枚方市教育委員会 様

枚方市立陸陀・牧野生涯学習市民センター・図書館

指定管理者選定委員会 会長

枚方市立瑳陀生涯学習市民センター・嵯陀図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・

牧野図書館指定候補者選定に係る答申書

本委員会に対して諮問のあった枚方市立陸陀生涯学習市民センター・嵯此図書館及び枚方市立牧野

生涯学習市民センター・牧野図書館指定候補者の選定について、慎重に審議した結果、下記のとおり答

申します。

なお、教育委員会においては、答申を十分に尊重し、下記指定候補者を指定管理者に指定するための

手続を取られるよう要請します。

枚方市立嵯陀生涯学習市民センター・嵯陀図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・

牧野図書館指定候補者

団体名称等   さ だ ・まきの文化創造プロジェクト

(代表団体)

東京都千代田区神田神保町二丁目30番地

株式会社小学館集英社プロダクション

代表取締役社長 都 築 伸 一郎

勉及 ハ 潮

記
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平成 29年 十1月 炉 日

枚方市教育委員会  様

枚方市立御殿山・菅原生涯学習市民センター・図書館

指定管理者選定委員会 会長

洵梶 八瀬

枚方市立御殿山生涯学習美術センター 御ヽ殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センター・

菅原図書館指定候補者選定に係る答申書

本委員会に対して諮問のあった枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立

菅原生涯学習市民センター・菅原図書館指定候補者の選定について、慎重に審議した結果、下記のとお

り答申します。

なお、教育委員会においては、答申を十分に尊重し、下記指定候補者を指定管理者に指定するための

手続を取られるよう要請します。

枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館及び枚方市立菅原生涯学習市民センター・

菅原図書館指定候補者

団体名称等   枚 方まなびつながリプロジェクト

(代表団体)

大阪市西区京町堀一丁目4番 16号

大阪ガスビジネスクリエイ ト株式会社

代表取締役社長 乾  俊 之

2島11,15
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291115 平成 2 9 年1 月 炉 日

枚方市教育委員会  様

枚方市立楠葉・津田生涯学習市民センター・図書館

指定管理者選定委員会 会長

加 枚 八印

枚方市立楠葉生涯学習市民センター・楠業図書館及び枚方市立津田生涯学習市民センター・津田

図書館指定候補者選定に係る答申書

本委員会に対して諮問のあった枚方市立楠葉生涯学習市民センター・楠葉図書館及び枚方市立津田

生涯学習市民センター:津田図書館指定候補者の選定について、慎重に審議した結果、下記のとおり答

申します。

なお、教育委員会においては、答申を十分に尊重し、下記指定候補者を指定管理者に指定するための

手続を取られるよう要請します。

枚方市立楠葉生涯学習市民センタT・楠葉図書館及び枚方市立津田生涯学習市民センター・

津田図書館指定候補者

団体名称等   枚 方まなびっながリプロジェクト  |

(代表団体)

大阪市西区京町堀一丁目4番 16号

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

1     代 表取締役社長 乾  俊 之
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報告第９号 

 

 

臨時代理事項の報告について 

 

標題の件について、次のとおり臨時代理処分をしたので教育長に委任する事務等に関する規則

（平成３年枚方市教育委員会規則第２号）第３条第３項の規定により教育委員会に報告し、承認を

求める。 

 

  平成29年11月20日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．臨時代理の理由 

   特に緊急を要するため 

 

２．臨時代理事項 

   臨時代理第10号   府費負担教職員の懲戒処分に関する内申について 
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臨時代理第 10号   

府費負担教職員の懲戒処分に関する内申について  
 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。  
平成 29年 11月１日  

枚方市教育委員会 
教育長 奈良  渉   

１．臨時代理の内容 
 

 (1) 被処分者 

    枚方市立長尾中学校・教諭  橘 大輔 

 

 (2) 処分内容 

    懲戒免職 

 

 (3) 処分根拠 

地方公務員法第 29条第１項第１号及び第３号の規定による。 

 

(4) 処分理由 

被処分者の行為は、学校教育に携わる公立学校教員として、その職への信用を著しく失墜

するもので地方公務員法第 33条に違反するものであると同時に、全体の奉仕者たる公務員に

ふさわしくない非行である。 

 

(5) 処分の日 

平成 29年 11月 10日 
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